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第１章 募集の概要 

 

１ 指定管理者制度の趣旨 

  指定管理者制度は，公の施設の管理に民間の能力を活用しつつ，経費の節減だけでなく住民サ

ービスの向上を行うことを目的とした制度です。 

  めばえ学園の指定管理者の指定にあたっては，広く事業者を募集し，管理運営について，制度

趣旨を踏まえた創意工夫のある提案を募集します。 

 

２ 施設の役割 

  めばえ学園は，児童福祉法（昭和 22 年法律第 164 号）に規定する「児童発達支援」，「保育

所等訪問支援」，「障害児相談支援」，障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための

法律（平成 17 年法律第 123 号）（以下「障害者総合支援法」という。）に規定する「特定相談

支援」の事業等を行い，障がい児の福祉の向上と健やかな育成を図るための施設です。 

 

３ 施設の概要 

施設名 福岡市立めばえ学園 

所在地 福岡市博多区半道橋一丁目 17 番１号 

設置時期 昭和 54 年 

建物の概要 

構造 鉄筋コンクリート造 ２階建 

敷地面積 1,683.00 ㎡ 

延床面積 859.77 ㎡ 

施設内容 事務室，医務室，静養室，応接室，湯沸室，多目的室（和

室），指導訓練室（５か所），遊戯室（２か所），観察室（２か所），児童用

便所（２か所），大人用便所（男女），倉庫，機械室，屋外遊技場 

法令上の指定 

を受けている事業 

・児童福祉法に基づく 児童発達支援センター（定員 40 名） 

・児童福祉法に基づく 保育所等訪問支援 

・児童福祉法に基づく 障害児相談支援 

・障害者総合支援法に基づく 特定相談支援 

 

４ 指定管理期間 

  令和 2 年４月１日から令和７年３月 31 日まで（５年間） 

 

５ 開園時間，休園日 

 利用者のサービス向上につながる場合は，市の了承を得て変更することができます。 

（１）開園時間 

   ９：00～17：00   単独通園 10：00～15：00 

               親子通園 10：00～14：00 

（２）休園日 

   土曜日，日曜日，国民の祝日に関する法律（昭和 23 年法第 178 号）に規定する休日，

年末年始（12 月 29 日～１月３日），その他市長が必要と認める日 
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６ 管理運営業務内容 

（１）管理運営にあたっての基本的な事項 

   ① 社会福祉法，児童福祉法，障害者総合支援法等の関係法令等を遵守すること。 

   ② 施設の役割に基づいた管理運営を行うこと。 

   ③ 公の施設であることから，公平かつ公正な管理運営を行うこと。 

   ④ 市民サービスの向上に努めること。 

   ⑤ 利用者の意見を管理運営に反映させるよう努めること。 

   ⑥ 苦情を解決する体制をとること。 

   ⑦ 個人情報の保護を徹底すること。 

   ⑧ 本市及び関係機関，関係団体，地域等との連携に努めること。 

   ⑨ 効率的かつ効果的な管理運営を心がけ，経費の削減に努めること。 

   ⑩ ごみの減量，省エネルギー，ＣＯ２削減など環境に配慮した運営を行うこと。 

（２）指定管理者が行う管理業務の範囲 

 ※詳細は別添「指定管理業務の仕様書」を参照してください。 

 ① 児童発達支援に関する業務 

 ② 保育所等訪問支援に関する業務 

 ③ 障害児相談支援及び特定相談支援に関する業務 

 ④ 保護者支援に関する業務 

 ⑤ 地域交流活動に関する業務 

 ⑥ 広報，啓発に関する業務 

 ⑦ 施設，附属設備等の維持，管理及び修繕に関する業務 

 ⑧ その他の業務 

   ア 防犯，防災対策等 

   イ 自己評価の実施 

   ウ 苦情解決業務 

   エ 運営規程の作成 

   オ 災害時対応 

⑨ 再委託 

  清掃，警備といった個々の具体的業務を再委託することは可能ですが，管理に関する業

務の全般を一括して再委託し請け負わせることはできません。 

  個々の具体的業務を再委託する場合，「福岡市競争入札参加停止等措置要領」に基づく

競争入札参加停止又は排除措置中の者は再委託先にすることはできません。また，事前に

市の承認が必要です。 

    管理運営上，委託を行う業務については，事業計画書にその旨を記載すると共に，収支

予算書に委託料の必要な経費を計上してください。 
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（３）自主事業 

   管理運営業務の他に，管理運営業務の実施を妨げない範囲において，自己の責任により，

自主事業を実施することができます。 

   費用は指定管理者の負担となりますが，自主事業の利用者から一定の料金を徴収すること

も可能です。次のように管理運営業務と相違点がありますのでご留意ください。 

 管理運営業務 自主事業 

収支報告 管理運営業務として 自主事業として 

指定取消 対象 対象外 

責任 市 指定管理者 

リスク分担 対象 対象外 

市長会保険 対象 対象外 

利用権限 施設の管理者として実施 一利用者として実施 

事業実施に係る使用許可 不要 目的外使用許可等が必要 

  

（４）本市と指定管理者のリスク分担 

   ＜対象となる範囲＞ 

    管理運営業務（市委託事業）の実施に伴うリスク 

＜文言の定義＞ 

    経費…管理運営業務（市委託事業）の実施に伴う支出 

    収入…管理運営業務（市委託事業）の実施に伴う収入（指定管理料） 

リスクの種類 リスクの内容 

負担者 

市 
指定 

管理者 

募集リスク 
募集要項（仕様書等）の誤りや不備に基づき必要となった費用又は

損害 
〇  

法令等変更リス

ク 

指定管理者制度に係る法令等の新設，変更による経費の増加及び収

入の減少 
〇  

上記以外の法令等の新設，変更による経費の増加及び収入の減少 両者協議 

消費税の変更に伴う指定管理料（市委託料）の増減 〇  

許認可リスク 

事業の実施にあたって市が取得すべき許認可等が取得，更新されな

い又は遅延したことによる費用及び損害 
〇  

事業の実施にあたって指定管理者が取得すべき許認可等が取得，更

新されない又は遅延したことによる費用及び損害 
 〇 

第三者賠償リス

ク 

市の帰責事由により第三者に与えた損害（損害補償にかかる費用を

含む） 
〇  

指定管理者の帰責事由により市又は第三者に与えた損害（損害補償

にかかる費用を含む） 
 〇 

上記以外の理由により，第三者に生じた損害（損害補償にかかる費

用を含む） 
両者協議 
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管理運営業務の

変更，中止等リ

スク 

市の指示や議会の不承認の他，市の帰責事由に基づく管理運営業務

の変更，中止，延期に伴う経費の増加，収入の減少，損害 
〇  

指定管理の帰責事由に基づく管理運営業務の変更，中止，延期に伴

う経費の増加，収入の減少，損害 
 〇 

上記以外の理由に基づく管理運営業務の変更，中止，延期に伴う経

費の増加，収入の減少，損害（自然災害や第三者の要因等の不可抗

力） 

両者協議 

施設等損傷リス

ク 

市の帰責事由により被った施設，設備，備品の損害 〇  

指定管理者の帰責事由により被った施設，設備，備品の損害  〇 

上記以外の理由に基づき被った市が所有する施設，整備，備品の損

害（自然災害や第三者の要因等の不可抗力） 
〇  

上記以外の理由に基づき被った指定管理者が所有する施設，整備，

備品の損害（自然災害や第三者の要因等の不可抗力） 
 〇 

性能リスク 
指定管理者が実施する業務内容が市の要求水準に達しないことに

伴う費用，損害 
 〇 

物価，金利変動

リスク 

物価変動や金利変動に伴う経費の増加又は収入の減少  〇 

急激な物価変動や金利変動により管理運営業務の継続が困難とな

る場合における経費の増加又は収入の減少 
両者協議 

需要変動リスク 

募集時の想定を超える外的要因に基づく大規模な需要変動により

管理運営業務の継続が困難となる場合における経費の増加又は収

入の減少 

両者協議 

原状回復リスク 指定期間満了時又は指定の停止時における原状回復にかかる費用  〇 

 

７ 管理運営経費 

（１）本市が負担する指定管理料上限（予定） 

    令和２年度：142,016 千円（消費税及び地方消費税額を除く） 

（２）指定管理料に含まれるもの 

  ① 人件費 

  ② 事業費（事業実施に直接係る費用（給食費，保健衛生費，教材費，謝金 等）） 

  ③ 事務費（交通費，研修費，消耗品費，印刷製本費，光熱水費，通信費，手数料 等） 

  ④ 一般管理費（その他管理運営に係る管理費用） 

（３）施設修繕費，備品購入･修理費の取扱い 

  ① 施設修繕費 

    指定管理者が臨機応変に対応できるよう，指定管理料のうち，700,000 円を施設修繕

費と定め，年度終了後，実績報告に基づき精算します。精算の結果，余剰が生じた場合は，

市へ返納していただきます。 

  ② 備品購入･修理費 

    指定管理者が臨機応変に対応できるよう，指定管理料のうち，100,000 円を備品購入･

修理費と定め，年度終了後，実績報告に基づき精算します。精算の結果，余剰が生じた場

合は，市へ返納していただきます。 

（４）支払い 

    会計年度ごとに支払います。なお，四半期ごとに前金で支払います。 

（５）利用者負担 

    児童福祉法に基づく利用者負担金がありますが，市の収入とし，指定管理者の収入とは

なりません。 
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（６）経理 

    管理運営業務の執行に係る経理については，団体の他の業務に係るものと区別して明確

にしてください。 

（７）備品 

めばえ学園にある本市所有の備品は，無償で貸与します。 
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第２章 応募 

 

１ 応募資格 

 （１）法人その他の団体であること 

（２）福岡市内又は福岡都市圏※に，めばえ学園の管理運営に関して管理監督，人的支援のでき

る，同団体が運営する事業所があること 

※福岡都市圏：宗像市，福津市，古賀市，宇美町，篠栗町，志免町，新宮町，久山町，粕屋町，

須恵町，糸島市，春日市，大野城市，太宰府市，筑紫野市，那珂川市 

 （３）次の要件を全て満たしていること 

   ① 地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の４に規定する者（普通地方

公共団体が実施する一般競争入札に係る契約を締結する能力を有しない者及び破産者

で復権を得ない者等）に該当しない者であること 

   ② 団体及びその代表者が次に掲げるものを滞納していないこと 

    ア 所得税 

    イ 法人税 

    ウ 消費税及び地方消費税 

    エ 本市市税（本市の区域内に住所又は事業所がある場合） 

   ③ 団体又はその代表者が次のいずれかに該当しないこと 

    ア 暴力団員が事業主又は役員に就任していること 

    イ 暴力団員が実質的に運営していること 

    ウ 暴力団員であることを知りながら当該暴力団員を雇用し，又は使用していること 

    エ 契約の相手方が暴力団員であることを知りながら当該暴力団員と商取引に係る契約

を締結していること 

    オ 暴力団又は暴力団員に対して経済上の利益又は便宜を供与していること 

    カ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難される関係を有していること 

④ 団体及びその代表者が，指定管理者として行う業務に関連する法規に違反する者として

関係機関に認定された日から２年を経過しない者でないこと 

⑤ その他指定管理者として社会通念上ふさわしくない者に該当しないこと 

 

２ 留意事項 

 （１）接触の禁止 

    福岡市立障がい児通園施設指定管理者選定・評価委員会（以下「選定・評価委員会」とい

う。）委員，本市職員並びに本件関係者に対し，本件応募について，指定管理者の候補者の選

定に関係する接触を禁じます。接触の事実が認められた場合には，失格となることがありま

す。 

 （２）重複提案の禁止 

    １団体につき，提案できるのは１案とします。複数の提案はできません。 

 （３）提案内容変更の禁止 

    応募に関して提出された書類（以下「応募書類」という。）の内容を変更することはできま

せん。 
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 （４）虚偽の記載をした場合の無効 

    応募書類に虚偽の記載があった場合は失格とします。 

 （５）応募書類の取扱い，著作権 

    応募書類は理由のいかんを問わず返却しません。団体が作成した応募書類の著作権は，そ

れぞれ作成した団体に帰属します。なお，めばえ学園の指定管理者の選定後，事業計画書を

公表する場合，その他市長が必要と認めるときには，本市は応募書類の全部又は一部を無償

で使用できるものとします。 

 （６）応募の辞退 

    応募書類を提出した後に辞退する際には，辞退届（様式任意）を提出してください。 

 （７）費用負担 

    応募に関して必要となる費用は，団体の負担とします。 

 （８）追加書類の提出 

    本市が必要と認める場合は，追加書類の提出を求める場合があり，その取扱い等について

は，応募書類に準じます。 

 （９）本市が提供する資料の目的外使用の禁止 

    本市が提供する資料は，応募に関する検討以外の目的で使用することを禁じます。また，

この目的の範囲内であっても，本市の了承を得ることなく第三者に対し，これを使用させた

り，又は内容を提示することを禁じます。 
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第３章 募集手続き等 

 

１ 指定管理者の募集の手続き 

 （１）募集説明会及び施設見学会 

    募集要項に関する説明会を次のとおり開催します。参加申込書（様式１）に必要事項を記

入の上，Ｅメールでお申し込みください。 

   ① 開催日時：令和元年６月 11 日（火）～６月 14 日（金）のうち１日間（予定） 

   ② 参加人数：１応募者２名以内 

   ③ 申込先 ：問い合わせ先に同じ（Ｐ18 参照） 

   ④ 申込期限：令和元年６月 10 日（月）午後５時まで 

   ※公共交通機関でお越しください。 

 （２）募集要項に対する質問の受付 

    募集要項の内容等に関する質問を次のとおり受け付けます。 

   ①受付期間：令和元年６月３日（月）～６月 14 日（金）午後５時まで 

   ②受付方法：質問書（様式２）を記入の上，Ｅメールでご提出ください。（Ｐ18 参照） 

 （３）募集要項に対する質問の回答 

質問に対する回答は，質問を提出した応募者に加え，説明会に参加した全応募者にＥメー

ルにて行います。（令和元年６月 17 日～21 日発送予定） 

 （４）応募書類の受付 

    次のとおり受け付けます。 

   ①受付期間：令和元年６月 24 日（月）～７月 12 日（金）午前 10 時～午後５時（必着） 

   ②受付方法：事務局担当まで持参してください。 

   ③受付先 ：問い合わせ先に同じ（Ｐ18 参照） 

応募書類一覧 

 

１ 申請・応募資格に関する書類  様式 

（１） 指定申請書 

（２） 申請理由 

（２） 団体の概要 

（３） 申立書（資格要件） 

（４） 役員名簿 

（５） 団体の定款 

（６） 法人登記簿謄本（履歴事項全部証明書）※申請日の前３か月以内に発行したもの 

（７） 印鑑証明書 ※申請日の前３か月以内に発行したもの 

（８） 納税証明書 ※申請日の前１か月以内に発行したもの 

（９） 納税にかかる申立書 ※該当する場合 

（10）事業報告書（平成 30 年度分） 

（11）事業計画書及び収支予算書（平成 31 年度分） 

（12）財務諸表（財産目録，(貸借対照表，事業活動収支計算書)又は(計算書類及

びその附属明細書並びに法人税申告書別表一，別表四)）※平成 27

～30 年度分 

福岡市立児童発達
支援センター条例
施行規則第１号 

応募様式１ 

応募様式２ 

応募様式３ 

応募様式４ 

なし 

なし 

なし 

なし 

応募様式５ 

なし 

なし 

なし 
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２ 提案に関する書類  様式 

（１） 事業実施計画  ①運営の基本方針 

            ②事業計画（令和２年度詳細，指定管理期間概要） 

            ③スケジュール 

（２） 連携      ①他の民間事業所への支援 

            ②管理支援体制 

（３） 従事者     ①従事者の採用，配置及び勤務体制 

            ②管理者予定者の経歴書 

            ③児童発達支援管理責任者予定者の経歴書 

            ④従事者の処遇 

            ⑤人材育成 

（４） 管理      ①情報漏洩防止策 

            ②クレーム対応体制，方針 

            ③事故，災害時のマニュアル 

（５） 準備，引継ぎ  ①準備，引継ぎ 

（６） 実績      ①団体の実績 

（７） 見積価格    ①見積書，見積内訳書 

             ※人件費の内訳（職種ごとの人数，金額のわかるも

の）を添付してください（自由様式） 

提案様式１ 

提案様式２ 

提案様式３ 

提案様式４ 

提案様式５ 

提案様式６ 

提案様式７ 

提案様式８ 

提案様式９ 

提案様式 10 

提案様式 11

提案様式 12 

提案様式 13 

提案様式 14 

提案様式 15 

提案様式 16 

※提出様式については，適宜，入力欄等を削除･追加してかまいません。 

※提出書類については，原則としてＡ４サイズに揃え，フラットファイル１冊に綴じ込んでください。 

※原則として各提案様式につき，片面２ページ以内としてください。ただし，提案様式２につきましては，

片面４ページ以内としてください。 

 

２ 指定管理者の募集及び選定スケジュール（予定） 

内     容 時     期 

１ 募集の周知及び募集要項の配布 令和元年６月３日（月）～７月２日（火） 

２ 募集に関する質問の受付     ６月３日（月）～６月 14 日（金） 

３ 募集説明会，施設見学会実施     ６月 11 日（火）～６月 14 日（金）のうち１日間 

４ 募集に関する質問の回答     ６月 17 日（月）～６月 21 日（金） 

５ 応募書類の受付     ６月 24 日（月）～７月 12 日（金） 

６ 選定委員会による審査     ８月中旬 

７ 指定管理者の候補者の決定，公表     ９月上旬 

８ 指定管理者の候補者との仮協定の締結     ９月上旬 

９ 指定管理者の指定（市議会議決後）     12 月下旬 

10 指定管理者との協定締結     12 月下旬 

11 指定管理施設の引継開始 令和２年１月～ 
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第４章 審査・選定 

 

１ 審査方法 

 （１）選定手続き 

    公募型プロポーザル方式※により審査を実施し，指定管理者の候補者を選定します。 

    ※事業の提案を公募し，提出された提案書について，募集要項等であらかじめ示された評

価基準に基づき審査を行い，最も優れている提案者を選定する方式 

 （２）選定・評価委員会 

    指定管理者の候補者を選定するため，福岡市障がい児通園施設指定管理者選定・評価委員

会※を設置します。 

    ※指定管理者の候補者の選定のため，選定基準や募集要項の検討を行い，団体から提出さ

れる応募書類について，ヒアリングなどで詳細な内容を把握し，本市が選定するうえで

参考となる意見を述べるなど，選定過程において重要な役割を担う委員会 

 （３）審査の流れ 

   ① 応募書類の確認（資格審査） 

     応募書類については，事務局で確認します。 

   ② 審査方法 

資格審査を通過した団体に対し，選定・評価委員会においてヒアリングを行い，提案内

容について総合的に審査します。その結果を市へ報告します。 

審査の日時，場所は，別途通知します。 

 （４）指定管理者の候補者の決定方法 

    選定・評価委員会での評価点の合計，高得点を付けた委員の割合，選定委員の個別意見等

を総合的に勘案し，市が決定します。 

 

２ 評価基準 

（１）項目及び基準 

大項目 

〔配点〕 

小項目 

〔配点〕 

提案書に記載すべき 

事項 
評価の視点 

①事業実 

 施計画 

〔60〕 

ア 運営の基本 

方針 

〔5〕 

運営の基本方針 適切な方針を設定し，質の高い

運営を行おうとしているか。 

イ 事業計画 

〔50〕 

事業ごとの業務計画及び

目標 

※新たな提案を含む 

仕様書の内容を満たし，現実的

な目標をもとに運営しようと

しているか。 

ウ スケジュール 

〔5〕 

事業ごとの通年及び日々

のスケジュール 

通年及び日々の業務について，

スケジュールを管理しながら，

計画的かつ着実に運営しよう

としているか。創意工夫がみら

れるか。 

②連携， 

支援 

〔10〕 

ア 他の民間事業 

所への支援 

〔5〕 

支援体制，支援方法など 市内療育体制における中核施

設として他事業所を支援しよ

うとしているか。 
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イ 管理支援体制 

〔5〕 

本部や同団体の他事業所

等が管理監督，支援する

体制方法など 

本部や同団体の他事業所等の

管理監督や支援を受けながら，

安定的に運営しようとしてい

るか。 

③従事者 

〔60〕 

ア 従事者の配置 

〔10〕 

従事者の職種，配置人数，

勤務シフト，配置期間な

ど（経験者，新規採用が分

かるように） 

従事者を適切かつ効率的に配

置し，円滑かつ安定的に運営し

ようとしているか。 

イ 管理者の能力 

〔10〕 

管理者の能力（経験，資

格，責任感，統率力，管理

能力など） 

※併せて，経歴，業務実績

を提出 

必要な能力を有する管理者を

配置しようとしているか。 

ウ 児童発達支援 

管理責任者の 

能力 

〔10〕 

児童発達支援管理責任者

の能力（経験，資格，責任

感，統率力，管理能力な

ど） 

※併せて，経歴，業務実績

を提出 

必要な能力を有する児童発達

支援管理責任者を配置しよう

としているか。 

エ 従事者の確保 

〔10〕 

職種ごとの従事者確保の

方法 

必要な能力を有する従事者を

現実的な方法で確実に確保し

ようとしているか。 

オ 従事者の雇用， 

労働条件 

〔5〕 

職種ごとの従事者の雇

用，労働条件（身分，雇用

期間，報酬，年休など） 

従事者を長期的に雇用し，能力

を高めさせ，安定的な運営を図

ろうとしているか。 

カ これまでの 

人材育成方針 

及び取組み 

〔5〕 

団体の，これまでの人材

育成方針及び取組み 

人材育成について団体として

の方針を有し，継続的な取組み

を行ってきているか。 

キ これからの 

人材育成方針 

及び取組み 

〔10〕 

運営にあたり，これから

の人材育成方針及び取組

み 

人材育成について団体として

の方針を有し，継続的な取組み

を行い，能力を高めさせ，円滑

かつ安定的に運営しようとし

ているか。 

④管理 

〔30〕 

ア 情報漏洩防止 

〔10〕 

情報漏洩防止策，情報漏

洩が発生した場合の対応 

有効な情報漏洩防止策を行お

うとしているか。 

情報漏洩が発生した場合，被害

を拡大しないような適切な対

応を行おうとしているか。 

イ クレーム対応 

〔10〕 

クレーム対応体制，方針 

※クレームとは，苦情や

ご意見を指す 

クレームに真摯に対応し，業務

改善につなげようとしている

か。 

ウ 事故，災害時 

  の対応 

〔10〕 

事故，災害時のマニュア

ル 

利用者及び従事者の安全に配

慮した有効な対応を行おうと

しているか。 

⑤準備， 

 引継ぎ 

〔10〕 

業務の準備，引継ぎ 

〔10〕 

準備内容（人員，体制な

ど），スケジュール，引継

方法など 

利用者への影響を少なくし，円

滑に運営を開始できるよう，準

備，引継ぎを行おうとしている

か。 
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⑥実績 

〔10〕 

実績 

〔10〕 

団体の実績 障がい児支援の実績を有して

いるか。 

質の高い運営を行えると判断

できる実績を有しているか。 

⑦見積価格 

〔20〕 

見積価格 

〔20〕 

見積書，見積内訳書 業務量を的確に把握して算出

されており，適切なものか。 

〔200〕点 
   

（２）現指定管理者の公募への参加の考え方 

現指定管理者が公募へ参加する場合，「５ 準備，引継ぎ」の評価点については，０点とし

ます。 

（３）外郭団体の公募への参加の考え方 

外郭団体と他の民間団体との選定評価におけるイコールフッティングについては，市の人

的，財政的支援の影響割合を算出し，評価点（合計）に反映させることにより確保します。 

   ① 対象 

    ア 人的支援 

市において人件費の負担を行っている派遣職員 

    イ 財政的支援 

団体の持続的な運営を支援する等の理由から支出されている市補助金 

   ② 評価点への反映方法 

     団体全体の事業費（30 年度歳出決算額）に占める人的，財政的支援費（31 年度予定

額）の割合（Ａ）（小数点第２位未満四捨五入）を算出し，外郭団体が獲得した評価点（合

計）に乗じたもの（Ｂ）（小数点以下四捨五入）を，外郭団体が獲得した評価点（合計）よ

り差し引きます。 

    ※人的支援の額について，個人情報保護の観点から金額を提示できない場合は，当該職給

における本市の平均賃金を用います。 

    ※「（２）現指定管理者の公募への参加の考え方」を反映させたうえで算出します。 

 

例）平成 29 年度の実績で試算 

・外郭団体が獲得した評価点 160 点 

・外郭団体全体の事業費 2,771,034,816 円   の場合 

・人的，財政的支援費 102,972,687 円 

      Ａ：102,972,687 円÷2,771,034,816 円≒3.72％ 

      Ｂ：160 点×Ａ≒６ 

      反映後の評価点＝160 点－Ｂ＝154 点 

 

（４）最低制限基準 

質の高い運営を確保するため，評価点の合計が 50％に満たない場合，その団体は失格と

します。 

  

市
内
部
に
て
調
整
中
・
変
更
の
可
能
性
有 
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３ 選定後の流れ 

 （１）選定結果の通知及び公表 

    全応募者に郵送で通知すると共に，本市のホームページに結果を掲載し，公表します。（候

補者及び次点の応募者を公表します。） 

 （２）選定された指定管理者の候補者との協議，仮協定締結 

    候補者と細目を協議し，協議成立後，仮協定を締結します。 

    候補者との協議が成立しない場合は，次点の候補者と協議を行います。次点の候補者との

協議が成立しない場合は，第３順位以降の候補者と順次協議を行います。 

    なお，候補者（次点以降を含む）としての権利を有しているのは，令和元年度末までです。 

 （３）指定管理者の指定 

    本市議会の議決後に，指定管理者の候補者を指定管理者に指定します。（12 月予定） 

 （４）協定の締結 

    指定管理者の候補者は，議会の議決後に指定管理者として指定され，この指定の日から，

先に締結した仮協定が本市との正式な協定となります。 
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第５章 協定 

 

１ 基本的な考え方 

  選定・評価委員会の審査を経て選定された指定管理者の候補者との協議を踏まえ，仮協定を締

結します。議会の議決後に候補者を指定管理者として指定するとともに，仮協定を正式な本協定

とする予定です。 

 

２ 基本協定の項目（予定） 

 （１）趣旨 

 （２）指定の期間 

 （３）施設の概要 

 （４）管理運営業務の範囲 

 （５）指定管理料の支払い 

 （６）経理の明確化 

 （７）許認可に関する事項 

 （８）現状の変更 

 （９）維持及び修繕 

 （10）リスク分担 

 （11）損害賠償 

 （12）保険の付保 

 （13）公正かつ透明な手続き 

 （14）指定管理者の責務 

 （15）備品等の管理，使用 

 （16）施設使用の考え方 

 （17）地位の譲渡等の禁止 

 （18）再委託の禁止 

 （19）報告義務 

 （20）事業報告書等の提出 

 （21）報告聴取等 

 （22）事業計画書の提出 

 （23）文書の管理，保存，情報公開 

 （24）自主事業 

 （25）実施状況の点検 

 （26）改善指示及び指導 

 （27）自己評価 

 （28）評価 

 （29）評価結果の通知及び公表 

 （30）原状回復義務等 

 （31）業務の引継ぎ等） 

 （32）指定の取消し等 
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 （33）損害賠償及び違約金 

 （34）指定管理料の返還 

 （35）公の施設の休止等による指定期間の変更 

 （36）公租公課の負担 

 （37）秘密保持 

 （38）個人情報の取扱い 

 （39）めばえ学園からの暴力団の排除 

 （40）不可抗力 

 （41）災害発生時 

 （42）規定外の事項 

 （43）協定の変更 

 （41）裁判管轄 

 

３ 実施協定 

基本協定に基づき，毎年度，本市との指定管理者との間で，管理運営に関する実施協定を締結

します。 
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第６章 モニタリング等 

 

１ モニタリング及び実績評価 

指定管理者による公の施設の管理運営に関し，法令，条例，協定書，仕様書等で定めている施

設の運営や維持管理に関する業務を指定管理者が適切に実施しているかどうか，指定管理者によ

って提供されるサービスの水準が市の要求水準を満たしているかどうか等について，管理運営業

務等の実施状況を点検（各種報告書，実地調査，利用者アンケート等の確認）し，評価（指定管

理者自己評価，市による評価，選定・評価委員会による評価）を行います。 

本市は，指定期間中毎年度，モニタリング及び実績評価を実施します。 

なお，実績評価の実施にあたり，本市は，指定管理期間中に１回以上，有識者，専門家等から

なる選定・評価委員会による評価を行います。 

 （１）事業報告書の提出 

    指定管理者は，毎年度終了後，事業報告書を作成し，本市に提出してください。 

    なお，事業報告書の種類や書式，記載項目等については，協定等において定めます。 

 （２）モニタリングの実施 

    本市は，指定管理者の業務の遂行状況や実績を確認するため，モニタリングを行います。 

    なお，実施時期や項目については，協定等において定めます。 

 （３）実績評価の実施 

    本市は，指定管理者が事業計画書に基づき提供する業務の水準を確認するため，実績評価

を行います。 

    なお，評価項目や実施方法については，協定等において定めます。 

 （４）業務の基準を満たしていない場合の措置 

    実績評価の結果，指定管理者の業務が基準を満たしていないと判断した場合，本市は，指

定管理者が必要な改善措置を講じるよう通知や是正指示を行い，それでも改善が見られない

場合，指定を取り消すことがあります。 
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第７章 その他 

 

１ 関係法規の遵守 

  業務を遂行する上で関連する法規がある場合は，それらを遵守することとします。 

福岡市立児童発達支援センター条例及び同条例施行規則のほか，特に以下のことに留意してく

ださい。 

 （１）地方自治法    

 （２）労働関係法令 

 （３）福岡市個人情報保護条例 

 （４）福岡市暴力団排除条例 

 

２ 引継業務 

（１）期間 

本協定発効までの期間においては，仮協定に基づいて引継ぎに係る準備業務を実施し，本

協定発効後から令和２年３月 31 日までの期間に引継業務を実施することとなります。 

 （２）方法 

現在の指定管理者である社会福祉法人福岡市社会福祉事業団から業務引継ぎ，現場研修を

行っていただきます。 

引継ぎに必要な人員について，引継期間中毎日管理運営業務に携わっていただき，引継ぎ

を行ってください。詳細は別途協議の上，決定します。 

 （３）必要な人員 

詳細は別途協議の上，決定します。 

    ①施設管理，事務 

管理者１名 

    ②事業内容 

     支援者のうち，中心となる者１名 

 （４）費用 

必要な人員の人件費については，別途協議の上，契約を締結し支払います。 

 

３ 監査 

 （１）指定管理者は，施設の設置者たる本市の事務を監査するのに必要な範囲で，調査の対象と

なり，帳簿書類その他の記録を提出しなければなりません。 

 （２）本市議会から監査委員又は個別外部監査人に対し，本市の事務に関する監査の求めがあっ

た場合（地方自治体第 98 条）においても，本市の事務を監査するのに必要な範囲で，指定

管理者は出頭を求められ，調査の対象となり，帳簿書類その他の記録を提出しなければなり

ません。 

 

 

 

 



18 

 

 

４ 公表，公開について 

選定の過程や選定結果，指定管理者の評価の過程や評価結果については，本市ホームページに

て公表します。 

また，提案書等市に提出する書類については，情報公開条例に基づく公開請求があった場合，

情報公開条例第７条に掲げる非公表情報※を除いて，全て公表します。 

※個人情報や公にすることにより，権利利益，競争上の地位その他正当な利益を害するおそれ

があるもの 

 

５ 賠償責任保険 

施設，設備の保守管理，安全点検，衛生管理，修繕並びにそれに必要な法的手続きは指定管理

者の責任とする。 

事故，火災等による施設，設備の損傷及び被災者に対する責任は，不可抗力等事案毎の原因

により判断するが，第１次責任は指定管理者が有するものとし，被害が最小限となるよう迅速

かつ最善の対応をとるとともに，直ちに市に報告しなければならない。 

指定管理業務によって，第三者に損害賠償責任を負った場合は，本市が加入している「全国

市長会 市民総合賠償補償保険」が指定管理者にも適用されるが，指定管理業務以外の自主事

業や再委託先等指定管理者の責めに帰すべき理由により損害が生じた場合は，指定管理者に損

害賠償義務が生じることから，指定管理者は「全国市長会 市民総合賠償補償保険」と同等以

上の要件を満たす保険に加入すること。具体的には以下のとおり。 

（１）保険契約者  指定管理者 

（２）保険期間   指定管理期間（１年ごとの年度更新も可） 

（３）填補限度額  ・身体賠償 １名につき１億円以上 １事故につき 10 億円以上 

      ・財物賠償 １事故につき 2,000 万円以上 

（４）補償する損害 本施設の所有，使用もしくは管理及び施設内での業務遂行に伴う法律上

の損害賠償責任を負担することによって被る損害。 

 

６ その他 

 （１）指定管理者の候補者が，本市議会にて議決を得られなかった場合や，指定管理者の指定を

受けた後，指定管理者の事情により指定開始日までにめばえ学園の管理ができなくなった場

合は，本市が引継ぎに要する経費として負担した額については，返納していただきます。 

また，めばえ学園に係る業務及び管理の準備のために本市が負担した経費を超えて支出し

た費用等については，本市は補てんしません。 

 （２）事業の継続が困難となった場合の措置 

   ① 指定管理者の責めに帰すべき事由による場合 

     指定管理者の責めに帰すべき事由により，業務の継続が困難になった場合は，本市は指

定の取消しをすることができるものとします。その場合は，本市に生じた損害は指定管理

者が賠償するものとします。なお，次期指定管理者が円滑かつ支障なく，めばえ園の業務

を遂行できるよう，引継ぎを行うものとします。 
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   ② 当事者の責めに帰すことのできない事由による場合 

     不可抗力等，本市及び指定管理者双方の責めに帰すことのできない事由により，業務の

継続が困難になった場合，事業継続の可否について協議するものとします。一定期間内に

協議が整わないときには，それぞれ事前に書面で通知することにより，協定を解除できる

ものとします。なお，次期指定管理者が円滑かつ支障なく，めばえ学園の業務を遂行でき

るよう，引継ぎを行うものとします。 

   ③ 指定管理者の指定取消後の対応 

     指定管理者の指定取消後，次点，第３順位の応募者と協定締結について順次協議を行う

ことがあります。 

 （３）協定の解釈に疑義が生じた場合又は協定書に定めのない事項が生じた場合は，本市と指定

管理者は誠意をもって協議するものとします。 

 

７ 主催者及び事務局，問い合わせ先 

  福岡市こども未来局こども部こども発達支援課 担当：友田（ともだ） 

  〒810-8620 福岡市中央区天神一丁目 8-1 13 階 

  Tel：092-711-4178 Fax：092-733-5534  

Email: hattatsushien.CB@city.fukuoka.lg.jp 

以上 


